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大学／体育学部 体育学科
全国に数多くの教員を輩出してきた伝統ある本学は、
教員を目指す学生が多く、さまざまな学校教育の現場に就職しています。
また、健康とスポーツに関わる仕事、専門的な機関でのスポーツ指導を志望する本学学生は、
取得したスポーツ指導者資格を活かし、スポーツ指導のプロフェッショナルとして各施設において活躍しています。
近年の大きな特色は、一般企業への就職が増加していることです。
明るく前向きな体育大学生の人柄や礼儀正しさ、コミュニケーション能力が買われ、
フットワーク・チームワーク・ネットワークが求められる一般企業で高い評価を得ています。

学校教育（公立・私立学校・幼稚園など）
［小学校］
昭島市立光華小学校／あきる野市立南秋留小学校／板橋区立板橋第十小学校
／国立市立国立第一小学校／国立市立国立第四小学校／中野区立江原小学
校／東村山市立野火止小学校／日野市立東光寺小学校／町田市立町田第四
小学校／（学）緑丘学園 水戸英宏小学校／沼田市立沼田東小学校／毛呂山町
立川角小学校／糸魚川市立糸魚川東小学校／鎌倉市立今泉小学校／我孫子
市立布佐南小学校／米子市立加茂小学校
［中学校］
青梅市立第二中学校／大島町立第三中学校／大田区立安方中学校／東三鷹学
園 三鷹市第六中学校／文京区立第六中学校／朝霞市立朝霞第四中学校／入
間市上藤沢中学校／川口市立東中学校／川口市立芝中学校／狭山市立中央中
学校／所沢市立美原中学校／三郷市立北中学校／宮代町立須賀中学校／東
金市立東金東中学校／厚木市立依知中学校／川崎市立菅中学校／桜川市立岩
瀬東中学校／城里町立常北中学校／筑西市立明野中学校／上野原市立上野原
中学校／盛岡市立見前南中学校／（学）宮城学院 宮城学院中学校高等学校／
長岡市立太田中学校／伊勢崎市立境北中学校／伊勢崎市立第二中学校／宇都
宮市立清原中学校／小海町北相木村南相木村中学校組合立小海中学校／大分
市立明野中学校／高知市立青柳中学校／鳥羽市立鳥羽東中学校
［高等学校］
（学）上野塾 東京高等学校／（学）駒場学園 駒場学園高等学校／（学）白梅学
園 白梅学園高等学校／（学）東京成徳学園 東京成徳大学高等学校／（学）明
泉学園鶴川高等学校／（学）国際学園星槎国際高等学校／（学）白鵬女子学院
白鵬女子高等学校／千葉県立柏の葉高等学校／（学）千葉敬愛学園 千葉敬愛
高等学校／（学）小松原学園 叡明高等学校／（学）佐藤栄学園 佐藤栄高等学
校／（学）霞ヶ浦高等学校／栃木県立鹿沼商工高等学校／兵庫県立西宮今津
高等学校／福岡県立福岡中央高等学校／長崎県立諫早商業高等学校
［中等教育学校］
（学）共栄学園 共栄学園中学高等学校／（学）玉川聖学院 中等部・高等部／
（学）日出学園 目黒日本大学中学校・高等学校／（学）桐蔭学園 桐蔭学園高等
学校／（学）日本大学 日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校／（学）大谷学園 横
浜隼人中学・高等学校／（学）開智学園
［特別支援学校］
東京都立清瀬特別支援学校／埼玉県立宮代特別支援学校／茨城県立下妻特
別支援学校／岐阜県立飛騨特別支援学校／北九州市立門司総合特別支援学校
［保育園］
（株）日本保育サービス／社会福祉法人みきの家わかくさ保育園／社会福祉法
人みどり幼児園／社会福祉法人湧泉会小雀保育園

官公庁
神奈川県警察／警視庁／坂戸市役所／長崎県警察／防衛省自衛隊

体育関連（選手等）
［バレーボール］
（株）姫路ヴィクトリーナ／秀栄システムテクノ（株）／東京東信用金庫／マック
スバリュ西日本（株）
［ソフトボール］
（株）伊予銀行／塩野義製薬（株）／太陽誘電（株）／（株）タカギ／（株）ビックカ
メラ
［ハンドボール］
オムロンリレーアンドデバイス（株）／ソニーセミコンダクタマニュファクチャリ
ング（株）／（株）福村屋／（株）プレステージ・インターナショナル
［サッカー］
関彰商事（株）（セキショウグループ）
［バドミントン］
（株）江東ケアフル

体育関連（施設・運動指導等）
［体育施設･体育指導］
（株）FEEL CONNECTION／JR東日本スポーツ（株）／（株） LIFE CREATE／

RIZAP（株）／（株）イトマンスイミングスクール／（株）ウィズフィット24／（株）
ウェルネスフロンティア／エクササイズコーチジャパン（株）／（株）ジェイエスエ
ス／（株）スポーツクラブ天童／スポーツコミュニティ（株）／セントラルスポー
ツ（株）／（株）ティップネス／東急スポーツシステム（株）／（株）ながでんウェル
ネス／那須ヘルスセンター（株）／野村不動産ライフ＆スポーツ（株）／（株）ハー
スコーポレーション／（株）ハイ・スタンダード
［健康サービス］
（株）BEST HERBS／（株）LAVA International／（株） LIFE CREATE／（株）
ザ・フォウルビ／（株）スイート・ピア／（株）ぜん／（株）トゥーワン／（株）ファクト
リージャパングループ／（株）フュービック／（株）ボディセラピストエージェンシー
［体育協会］
（公）栃木県体育協会 とちぎスポーツ医科学センター／（公）三重県体育協会／
（公）宮崎県体育協会
［その他スポーツ関連］
（株）アンビション／（株）ヴィクトリア／（株）ステップ／（株）二木ゴルフ／（株）ベースマン

保育・幼児体育・福祉・医療関連
（株）BSC バディスポーツクラブ／（株）ジャクパ／相好（株）相好体操クラブ／
（株）総合体育研究所神奈川／（株）東京アスレティッククラブ／（株）プラスワン
教育 トーマス体操スクール／幼児活動研究会（株）コスモスポーツクラブ／
（株）幼少児体育振興会 ラックスポーツクラブ／リーフラス（株）／（株）ワイルド
スポーツクラブ

一般企業・その他
［金融･保険］
城北信用金庫／（株）親和銀行／住友生命保険相互会社／全国共済農業協同
組合連合会静岡県本部（JA共済連静岡）／第一生命保険（株）ライフプロ
フェッショナル職／東京シティ信用金庫／長野信用金庫
［建築･不動産］
（株）DIPS／（株）G7リテールジャパン／（株）アルコ住宅販売／共同エンジニア
リング（株）／（株）グランドホームミライエ／ケイアイスター不動産（株）／第一
カッター興業（株）／（株）ヒカリ／（株）フェイスネットワーク／毎日興業（株）／
（株）リヴトラスト
［医療･福祉･介護］
あいのて整骨鍼灸院／上尾中央医科グループ（AMG）／（株）クラーチ／（株）コ
コルポート／社会福祉法人コロロ学舎／（株）サンケイビルウェルケア／社会福
祉法人清明会／（株）大吉／社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会／医療法
人東和会グループ第一東和会病院
［エンタメ･メディア］
（株）誠晃印刷／ディップ（株）／（株）ノット／（株）博報堂DYアイ・オー／メディ
アエンジン（株）／代々木製作所（株）／（株）若草印刷
［電機･精密･通信］
（株）SALTO／（株）エクセル・クリエイツ／（株）グッドフェローズ／（株）シーシー
ディ／日研トータルソーシング（株）／パナソニックコンシューマーマーケティング
（株）／（株）プロ・フィールド
［自動車］
トヨタカローラ千葉（株）／日産自動車販売（株）／（株）ネクステージ／ネッツト
ヨタ横浜（株）／ビッグモーターグループ
［その他小売･専門店］
合同会社PVHジャパン／ウエルシアホールディングス（株）／（株）エービー
シー・マート／（株）エレメントルール／（株）オーダースーツSADA／（株）クリエ
イト・レストランツ・ホールディングス／（株）シーボン／全日空商事デューティー
フリー（株）／大黒天物産（株）／（株）ディーエイチシー／有限会社テーブルモダ
ンサービス／（株）デュ・ラン社／（株）ビックカメラ／（株）フォルトーナ／
BRIDGE銀座（ブリッジ・D.A.P.T.（株））／（株）ポーラ
［物流･運輸］
（株）TOKYO BASE／（株）Wiz／アートコーポレーション（株）／（株）安斎交易
／（株）エコネコル／（株）オンワード樫山／（株）グリムス／群馬ヤクルト販売
（株）／佐川急便（株）／新潟航空サービス（株）／日本交通（株）／日本メディア
システム（株）／羽田空港サービス（株）／富士ゼロックス東京（株）／三重交通
（株）／ワタキューセイモア（株）

就職率
（就職者数／就職希望者数）

進学者数
（大学院など）

99.0% 16名

28.3%

22.5%

3.5%

学校教育

40.5%

一般企業

2.9%

2.3%

官公庁（警察･消防等含む）

保育所（園）

大学
体育学部 体育学科

体育施設・
体育指導･選手など

医療機関・福祉施設・
児童福祉関連

（2020年3月卒業生）

2019年就職率 98.7％
2018年就職率 99.7％

2019年進学者数 13名
2018年進学者数 12名（ ） （ ）

卒業生の就職実績
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短期大学／保健体育学科 短期大学／児童教育学科

官公庁
防衛省　海上自衛隊
体育・運動施設
（株）一鐵／野村不動産ライフ＆スポーツ（株）／特定非営利活動法人 羽村市体育協会
／（株）ブレイン＆アーティスト／（株）ルネサンス

一般企業･サービス
（株）IDOM／KDDI（株）／齋藤商事（株）／（株）昭和高丘／（株）ナルミヤ・インターナ
ショナル／（株）BEST HERBS／（株）ぜん／（株）ファクトリージャパングループ／（株）
ボディワークホールディングスラフィネグループ

学校教育（幼稚園）
（学）森田学園 清瀬しらうめ幼稚園／（学）西武学園 まぼり幼稚園／（学）荻窪学園 ふかみ
幼稚園／（学）東京丸山学園 丸山幼稚園／（学）大和富士学園 大和富士幼稚園／（学）蒲公
英学園稚竹幼稚園
学校教育（小学校）
清瀬市立清瀬第三小学校／渋谷区立幡代小学校／羽村市立羽村東小学校／文京区立窪
町小学校／厚木市立上依知小学校／川越市立寺尾小学校／所沢市立所沢小学校／福岡市
立大楠小学校
保育所（園）
（社）恵信会長岡保育園／（社）向陽学園  向陽保育園／（株）こどもの森／（株）日本保育サービス
（JPホールディングスグループ）／（株）ニュー・クックリーフ／（株）モード・プランニング・ジャパン／

（社）ユーカリ福祉会／ライクアカデミー（株）／（社）檸檬会
児童福祉・幼児体育
（株）明日葉／（社）恩賜財団東京都同胞援護会／（社）川崎市社会福祉事業団／（社）至誠
学舎立川／（株）ジャクパ／（社）滝乃川学園
官公庁
神奈川県警察
体育・スポーツ施設
（株）トゥエンティーフォーセブン／（株）FEEL CONNECTION
一般企業
（株）アースホールディングス／（株）ジェネシスジャパン／（株）にしけい／リライズホーム（株）

就職率
（就職者数／就職希望者数）

進学者数
（大学など）

95.5%
4名

保健体育学科学生は、体育施設への就職が相変わらず好調です。
民間のスポーツジムやフィットネスクラブでインストラクターとし
て活躍したり、公共の施設等で地域のスポーツ振興のために力を
尽くしたり、さまざまな分野での活躍が目立ちます。また、フット
ワーク・チームワーク・ネットワークを大切にできる本学学生は企
業にとっても魅力的な人材として、近年は一般企業への就職が大
きな割合を占めています。そのほか、本学大学3年への編入の道
も開かれており進学する人もいます。

「運動遊び」など体育短期大学の児童教育学科学生としての特色
を活かしたカリキュラムで身に付けた指導力が、幼稚園の現場で
高く評価されており、幼稚園教諭への就職率は100％に達してい
ます。また、保育者・教育者として就職する以外にもスポーツの経
験をしてきた学生が多いため、魅力ある人材として福祉関連の施
設からも注目されており、就職に繋がっています。

就職率
（就職者数／就職希望者数）

進学者数
（大学など）

98.0%
12名

28.6%

体育・
スポーツ関連

9.5%

61.9%

官公庁（警察･消防等含む）

短期大学
保健体育学科

22.0%

幼稚園、
認定こども園など

38.0%
保育所（園）

2.0%
6.0%

10.0%
一般企業

6.0%
体育・スポーツ関連

16.0%
小学校

短期大学
児童教育学科

（2020年3月卒業生） （2020年3月卒業生）

一般企業

医療機関・福祉施設・
児童福祉関連

官公庁（警察･消防等含む）

2019年就職率 100％
2018年就職率 100％

2019年就職率 97.2％
2018年就職率 100％

2019年進学者数   9名
2018年進学者数 15名

2019年進学者数 17名
2018年進学者数 19名

（ ）
（ ）

（ ）
（ ）

資　格
大学／
体育学部
体育学科

短期大学／
保健体育学科

短期大学／児童教育学科

幼保コース 幼小コース

スポーツ指導基礎資格
（コーチングアシスタント）
旧名称：スポーツリーダー

日本スポーツ協会公認  スポーツ指導の基礎を学ぶ資格です。地域におけるスポーツグ
ループやサークルなどでスポーツ指導にあたろうと考えている方におすすめの資格です。 ◎ ◎ ● ●

フィットネス資格
（スポーツプログラマー） 日本スポーツ協会公認 地域スポーツクラブや地域の公共施設、商業スポーツ施設等

で、健康・体力づくりの実技指導や活動プログラムの提供などにあたろうと考えている方
におすすめの資格です。  

◎ ◎

フィットネス資格
（ジュニアスポーツ指導員）

◎ ◎ ◎ ◎

健康運動実践指導者

健康・体力づくり事業財団公認 健康づくりのための運動指導者に与えられる資格の
一つで、健康づくりのための運動指導の知識・技術等を持ち、健康づくりを目的として作
成された運動プログラムに基づき、ジョギング・ウォーキング、エアロビック・ダンス、水泳お
よび水中運動等のエアロビック・エクササイズ、ストレッチ、筋力・持久力トレーニング等の
補強運動の実践指導を行うことができると認められた者に与えられます。

◎ ◎

健康運動指導士
健康・体力づくり事業財団公認 医学的基礎知識、運動生理学の知識を持ち、生活習
慣病予防や健康水準を保持・増進することを目的として、個々人の心身の状態に応じた
健康プログラムの作成および指導を行う者をいいます。

◎

障がい者
スポーツ指導員（初級）

日本障がい者スポーツ協会公認 障がい者スポーツの振興と競技力向上にあたる指
導者の資格と指導力の向上を図り、指導活動の促進と指導体制を確立するために設け
られた指導者制度で、本学では障がい者スポーツ指導員（初級）の資格を取得すること
ができます。身近な障がい者に対して高度な障がい者スポーツの技術を指導することは
もとより、障がいの内容に基づいた活動上の健康や安全管理を重視し、スポーツの喜び
や楽しさを理解できるように指導することを目的としています。

● ● ● ●

免　許
大学
体育学部
体育学科

短期大学
保健体育学科

短期大学／児童教育学科

幼保コース 幼小コース

高等学校教諭 一種免許状 （保健体育） ●

中学校教諭 一種免許状 （保健体育） ●

中学校教諭 二種免許状 （保健体育） ●

小学校教諭 二種免許状 ▲ ●

幼稚園教諭 二種免許状 ▲ ● ●

保育士資格 ●

●…定められた科目を履修し、卒業することによって取得できる資格
◎…指定科目を履修することにより、在学中に受験することができる資格
▲…併設の短期大学で開講される教育職員免許法等で定められた科目を履修し、必要な単位を修得し、卒業することによって取得が可能（履修条件あり）

教員免許状・保育士資格

スポーツ関係の資格

教員免許状・保育士資格が
取りやすい環境です。

定められた授業科目を履修することにより、卒業と同時に教員免許状を取得できます。
教員免許状を取得する学生は多く、学部学科によっては複数の教員免許状の取得も可能です。
短期大学児童教育学科幼保コースでは、定められた授業科目を履修することにより、保育士資格を取得できます。

取得できる免許・資格
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